
―すべての拉致被害者の一刻も早い帰国実現をめざして―

人間の尊厳が守られる世の中であってほしいです。一刻も早い解決を望みます。
<県民メッセージ抜粋>
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　日本は世界で最も高齢化が進み、現在の総人
口に対する65歳以上の高齢者が占める割合は
28.7％です。今後も高齢化が進んでいくことが
推計されています。
　世界の多くの国でも高齢者は 65歳以上とさ
れていますが、実際には、会社勤めや農業等で
働いていたり、趣味や地域の役員等で忙しく活
動している方もたくさんおられます。
　ひとくくりに65歳以上を高齢者とすること
が現実的ではなくなってきています。
　一方で、個人差はあるにせよ誰もが年齢とと
もに衰えていきますし、病気や事故等によって、
介護や支援が必要になってしまう場合もありま
す。
　もちろん、高齢になったり支援が必要になっ
たりしたからといって、何もできなくなるわけ
ではありません。趣味や得意なこと、経験等を
生かして、できることもあるのではないでしょ
うか。

生涯現役でいられる社会へ
　若い頃のようにはいかないかもしれません。
誰かに支えてもらわなければできないかもしれ
ません。たとえ小さなことであっても、自分の
できることが、誰かの役に立ったり、助けになっ
たりすることもあります。
　誰もが、支えたり、支えられたりしながら、
社会とつながって、生涯現役といえる社会にし
たいものです。

人権（ヒューマンライツ）について考えます

ヒューマンライツ
～みんながしあわせな社会をめざして～

問 人権政策課（☎ 23－5415 37－3184）

高齢化社会のこれから

国民年金保険料は
納付期限までに納めましょう

　日本年金機構から送られる納付書により、金融機関・郵
便局・コンビニで納めることができます。また、クレジッ
トカードによる納付やインターネット等を利用しての納付、
そして便利でお得な口座振替もあります。
　日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納
めていただけない方に対して、電話、書面、面談により早
期に納めていただくよう案内を行っています。
　未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督
促を行い、指定された期限までに納付がない場合は、延滞
金が課されるだけでなく、納付義務のある方（※）の財産を
差し押さえることがありますので、早めの納付をお願いし
ます。　
　所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、免除さ
れる制度や猶予される制度がありますので、市役所生活年
金課年金医療担当または米子年金事務所の窓口へご相談く
ださい。
（※）納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する義務を

負う配偶者および世帯主
■保険料
月額16,540円（令和２年４月～令和３年３月）

■納付方法
金融機関、郵便局、コンビニで納めることができます。
また、クレジットカードによる納付やインターネット等
を利用しての納付、便利でお得な口座振替もあります。

■問合せ
生活年金課年金医療担当（☎２３－５１４２、 ２３－
５３９１、 seikatsunenkin@city.yonago.lg.jp）
米子年金事務所（☎３４－６１１１【音声案内２→２】
２２―４８４２）

事業継続応援給付金の
申請期限が近づいています

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を大きく受けてい
る米子市内で事務所・店舗を運営する等事業収入を得てい
る個人または法人その他の団体に対し、事業を再開、継続
していただくための給付金を支給しています。
■対象者
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売り上げ
が前年同月比 30％以上減少している事業者。
※その他の要件があります。
※給付金の支給は１事業者につき１回限りです。

■申請期限　２月26日（金）
■問合せ　商工課　給付金専用窓口

（☎０７０－７５７４－６６０１）



バス路線の愛称を募集します
　米子駅とイオンモール日吉津、山陰
労災病院、米子医療センター、伯耆大
山駅などをつなぐバス路線「米子市・
日吉津村循環線」の愛称を募集します。
くわしくは鳥取県の公式ウェブサイト
「とりネット」をご確認ください。
■期 限　１月22日（金）消印有効
■注意すること
▶路線の特徴や沿線の魅力等を表した、親しみやすく、使
いやすいもの

▶15文字以内とすること
▶県内や近隣県の他のバス路線、道路等の名称や愛称と類
似しないこと

▶漢字、ひらがな、カタカナ、数字、アルファベットのい
ずれかを使用すること（混用可能、数字またはアルファ
ベットのみの作品は応募不可）

■応募方法
ウェブサイトの専用応募フォームまたは郵送（はがきか
封書かは問いません）により、①循環線の愛称（ふりがな）
②愛称の簡単な説明　③郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、
電話番号　を明記しご応募ください。

■その他　受賞者には記念品を贈呈します。
■応募先・問合せ　
〒680‐8570　鳥取市東町1－220　鳥取県西部地域公
共交通活性化協議会事務局（鳥取県地域交通政策課内）（☎
０８５７－２６－７１００、 ０８５７－２６－８１０７）
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「米子市役所いつでもアンサー」
を始めました

　市のホームページやLINE
公式アカウントで、皆さん
からの市政に関するさまざ
まなお問い合わせにAI（人
口知能）が自動応答する AI
チャットボットサービス「米
子市役所いつでもアンサー」
を開始しました。
　市役所の閉庁日や夜間で
も、各種手続きや制度につ
いて、パソコンやスマート
フォンから簡単に問い合わ
せることができます。
　また、外国語（英語、中国語（簡体字、繁体字）、ハングル、
ポルトガル語、ベトナム語）にも対応しています。
※AIが学習していない内容や、回答を用意していない問い
合わせには、適切な回答ができない場合があります。

■問合せ　調査課（☎２３－５３０７、 ２３－５３９０）

　本作は 1988年、第 1回米子彫刻シンポジウムで制作さ
れた５作品のうちの１点です。作者は、1957年滋賀県彦根
市生まれの林良一。東京造形大学で彫刻を学び、卒業後に
イタリアへ留学、その後も現地で彫刻家マリオ・メルツの
助手を長年務めていました。
　この時のシンポジウムにおける制作テーマは「風と波と」
ということで、この作品も皆生海岸に程近い、皆生新田中
央公園にひっそりとたたずんでいます。
　公園には秋、たくさんの松ぼっくりが落ちていて、ちょ
うどその一つが巨大化したような形の甕

かめ

が横倒しに置かれ
ています。生命の源である水を蓄えているはずの甕

かめ

ですが、
いまにもごろりと転がってしまいそうです。その前には浅
い凹みをつけたテーブル状の石が置かれ、雨が降るとそこ
に水たまりができる仕掛けになっています。作者が「形態の
もつ最初の言葉から異次元へ昇華し、面白い表現ができな
いものか」と思いをめぐらせ、たどりついたこの配置。みな
さんもぜひ一度、松の木陰へ足を踏み入れ、石の甕

かめ

から水
がとくとくとこぼれ落ちる光景を、音も想像しながらご覧
ください。

米子市美術館　統括学芸員　小川由利香

６～７ページのクイズの答え

１ T
ト ワ イ ラ イ ト

WILIGHT E
エ ク ス プ レ ス

XPRESS 瑞
みずかぜ

風　２ サンライズ出雲
３ あめつち　４ EF64形電気機関車

▲「とりネット」
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米原３号橋の全面通行止めを解除します
　橋りょう架替工事を実施していますが、橋りょうの本体
部分の工事が完了しましたので全面通行止めを解除します。
※片側交互通行などの規制を行う場合がありますので、引
き続きご協力をお願いします。

■場 所　
米子市米原二丁目、五丁目地内（ホープタウン近く）

■解除日　12月25日（金）午後４時
■工事規制
１月５日（火）～３月31日（水）に片側交互通行（昼間、
一部夜間）を行う場合があります。

■問合せ　都市整備課　河川橋りょう担当
（☎２３－５２８２、 ２３－５３９４）

令和２年度米子市環境美化活動奨励表彰式
　11月17日に「環境美化活動奨励表彰式」が行われ、地域
の環境美化に功労のあった皆さんに環境美化活動奨励とし
て感謝状が贈呈されました。

■団体　
和田町マツ守り隊、豊田自治会（華の会・川辺の会）

■個人
松田賴昌さん、大森操雄さん、立林英行さん、上橋晃治
さん、遠藤徹さん、清水正博さん、森灘徹さん

■問合せ　環境政策課（☎２３－５２５６、 ２３－５２５８）

水道の悪質商法が増えています
　水道の水質に関する不安をあおり、浄水器を取り付ける
悪質な点検商法が増えています。
　水道水は水道法に基づく基準に適合しておりますので、
安心してそのまま飲めます。少しでも不審に思われたら、
水道局にお問合せください。
■水道局に寄せられた問合せ
▶水道水に不純物が多く含まれていると聞いたのですが、
心配はないですか。
→市の水道水に含まれる蒸発残留物や硬度（カルシウム
やマグネシウムの量）は、水質基準値以下であり安全
性に問題はなく、カルシウムやマグネシウムなどの
ミネラルが適度に含まれており、おいしい水の条件
に適合しています。

▶水道水に塩素が含まれているので、体に悪いと言われ
ましたが、塩素による消毒方法は安全なのでしょうか。
→水道水に含まれる濃度の塩素は、病原菌等に対して
は消毒効果がありますが、人に対して影響はなく安
全性に問題はありません。

■問合せ　米子市水道局　水質管理課
（☎２６－５９３３、 ３６－８７１５）

■ウォームビズ

ウォームビズとは暖房時の室温を20℃（目安）で
快適に過ごすライフスタイルです。暖房を効率
的に使用し、無駄なエネルギー使用を抑えるこ
とが重要です。定期的な換気を意識しながら、
家計にも環境にも優しい冬を過ごしましょう。

□断熱シートや厚手のカーテンなどで窓から熱を
逃がさない

□扇風機を短時間だけつけて空気を循環させる
■問合せ　環境政策課

（☎２３－５２５６、 ２３－５２５８）

環 境・ 家 庭 に 賢 い 選 択

C
ク ー ル

O O L C
チ ョ イ ス

H O I C E

さっきの防災無線の内容は？
緊急放送テレホンサービス
☎０１２０－３１０－４７５
（サイガイゼロヨナゴ）

?
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母子手帳アプリを配信中です
　米子市と（株）エムティーアイ
が連携して母子手帳アプリ「母
子モ」を「すくすく！よなごっち」
として配信中です。育児に役立
つ情報や緊急時のお知らせを受
け取ることができるので、妊娠
中の方、小さいお子さんがいらっ
しゃる方はぜひご登録ください。
■主な機能
電子母子手帳機能、予防接種
スケジューラー機能、地域子
育て情報の発信機能

■アプリのダウンロード方法
①AppStoreまたはGooglePlayで「母
子モ」と検索しインストール

②次のQRコードを読み取ってくださ
い。

■問合せ　健康対策課（☎２３－５４５１、 ２３－５４６０）

乳幼児のベッドからの転落事故に注意！
　乳幼児が、大人用ベッドから転落し負傷、窒息する事故
が発生しています。とりわけ０～１歳児の事故件数が多く
なっています。２歳になるまではできるだけ大人用ベッド
ではなく、ベビーベッドに寝かせましょう。
■事故防止のポイント
▶ベビーベッド使用時は、常に柵を上げておき、収納扉
がロックされていることを必ず確認しましょう。

▶国が定めた安全基準の検査に合格した製品であること
を示す「PSCマーク」が貼付されたベビーベッドを選び
ましょう。

▶窒息事故を防ぐため、ベッドと壁の間に隙間ができな
いよう固定し、周りに枕、毛布、クッション等を置か
ないようにしましょう。

■問合せ　生活年金課（☎２３－５３７８、 ２３－５３９１）

公民館で住民票などの
発行取り次ぎをしています

　米子市の公民館では、住民票など各種証明書の発行取り
次ぎを行っています。
　申請と受け取りで２回来館いただくことになりますが、
お近くの公民館で各種証明書を受け取ることができますの
でご利用ください。くわしくは、各担当課までお問い合わ
せください。
■取扱公民館　市内各公民館
※啓成、明道、就将、義方、淀江、大和、宇田川を除く。

■受付日時　月曜日～金曜日　午前９時～午後５時
※祝日および公民館の臨時休館日を除く。

■取扱証明書
▶住民票（個人番号・住民票コードの記載がないもの）、
住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書（印鑑登録はで
きません）、戸籍謄抄本、戸籍の附票、身分証明書、住
民異動届（転入届は除く）

▶所得・課税証明書、固定資産評価・課税証明書
■申請に必要なもの
本人確認書類（運転免許証など）、印鑑登録証明書を申請
される方は必要な方の印鑑登録証、手数料

■受取日　
午前９時～午後３時30分の受付分は翌開館日
午後３時30分～午後５時の受付分は翌々開館日
※受取日にも本人確認できるものをお持ちください。

■問合せ　
【住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本など】
市民課（☎２３－５１４１、 ２３－５３９８）
【所得・課税証明書、固定資産評価・課税証明書】
市民税課（☎２３－５１１１、 ２３－５３９７）

ヘルプマークを知っていますか
　ヘルプマークとは、義足や人工関節を使用している方、
外見では分からない障がいのある方、妊娠初期の方など、
援助や配慮を必要としている方が、周囲に知らせるための
マークです。
■ヘルプマークを見かけたら
▶列車やバスの中で席を譲りましょう
外見では健康に見えても、疲れやす
かったり、同じ姿勢を保つことが困
難な方がいます。優先席に座ってい
ると不審な目で見られ、嫌な思いを
される方もいます。

▶駅や商業施設などでは声をかけま
しょう
臨機応変に対応することが難しい方
や、立ち上がる、歩く、階段の昇降
などが困難な方がいます。

▶災害時は安全に避難するため支援し
ましょう
障がいなどにより、状況把握が難し
い方、自力での避難が困難な方がいます。

■ヘルプマークの配布
　▶受取条件

市内にお住まいまたは通勤、通所等しておられる方
※障害者手帳や身分証明書の提示や申請書は必要あ
りません。

※一人につきストラップ、バッジのどちらか一方で
す。

※家族や支援者などの代理による受け取り可能。
▶配布場所
本庁舎（障がい者支援課、長寿社会課）、ふれあいの
里（健康対策課）、淀江支所、心身障害者福祉センター、
米子サン・アビリティーズ

■問合せ　障がい者支援課
（☎２３－５１５９、 ２３－５３９３）
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償却資産（固定資産税）の申告をお忘れなく！

　１月１日現在、米子市内で事業を行い、償却資産（土地や
家屋以外の事業用資産）を所有されている方は、償却資産申
告書を提出してください。前年中に資産の異動がない場合、
減価償却を終えている場合、または廃業された場合も申告
が必要です。
■申告対象となる資産の例

主な業種・事業 償却資産の申告対象となるもの（例）

共通

太陽光発電設備、駐車場設備、受変
電設備、パソコン、ルームエアコン、
レジスター、POS システム、看板、
簡易間仕切り

飲食店
厨房設備、接客用家具・備品、冷蔵
庫

医院・歯科医院
各種医療機器、待合室イス、キャビ
ネット

工場 各種製造設備（旋盤、金型など）

小売店
商品陳列ケース、陳列棚、自動販売
機

建設業
ブルドーザー、ポンプ、ポータブル
発電機

理容業・美容業 理・美容イス、洗面設備、パーマ器

不動産貸付業
外構工事、屋外の電気・給排水・ガ
ス設備、ゴミ置場、自転車置場

農業
ビニールハウス、温室管理装置、乾
燥機

再生可能エネル
ギー発電事業

太陽光パネル、架台、附属装置、遠
隔監視装置

■アパート、駐車場経営をされている方も申告が必要です
アパート（共同住宅）、駐車場を経営されている個人の方
も事業用資産を申告する必要があります。

■貸店舗に取り付けた建築設備は借り手側（テナント）の申
告が必要です
家屋を借り受けて事業をしている方（テナント）が借家に
取り付けた内装などの附帯設備（建築設備）は、原則とし
てテナント側の償却資産として申告する必要があります。

■提出期限　２月１日（月）
■提出窓口　
　固定資産税課、淀江支所地域生活課
※郵送またはエルタックス（電子申告）による提出も可能
です。

※市では、償却資産所有者を対象に市の課税が適正かど
うかの調査を実施しています。申告をしている方だけ
でなく、未申告の方にも実地調査を行うことがありま
すのでご協力ください。

■問合せ　固定資産税課　家屋償却資産担当
（☎２３－５１１６、 ２３－５３９７）

米子のステキな公共施設
紹介したい！ 米子市景観審議会では、年に１度優れた都市景観の形成に

貢献している市内の公共施設を選出し、紹介しています。
■問合せ　建築相談課（☎２３－５２９３、 ２３－５３９４）

中海干拓地の一部と
して残されていた湿
地と、そこに集う水鳥
の保護を目的に整備
されています。ネイ
チャーセンターは木

造２階建、２棟が連結された建物で、外観は壁面の仕上げ
材や屋根のカバー材として木材が使用されています。中海・
粟島・つばさ池の自然景観と調和するだけでなく、水鳥・
野鳥との共生も図られています。

米子市の西南部を流
れる一級河川で、地
域のお祭りや住民の
散歩道、城下町を巡
る観光コースとして
利用されています。

加茂川周辺の水辺空間は、人々の暮らしと自然が調和した
景観を形成しています。また、米子市の景観形成重点区域
に指定されており、米子市の誇るべき景観の一つとなって
います。

米子市水鳥公園とネイチャーセンター 一級河川加茂川

新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措
置
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少
している方が一定の要件を満たしている場合は、令和
３年度固定資産税の軽減が受けられます。（ただし、償
却資産と事業用家屋のみが対象です）軽減を受けるに
は２月１日までに軽減申告書の提出が必要です。申告
書は指定の機関により事前に確認を受ける必要があり
ます。
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No.31　七宝煮

作り方（所要時間約30分）

① 鶏もも肉は２cm角に切る。れんこん、ごぼう、里いも、
たけのこ、にんじんは一口大の乱切りにし、れんこん
とごぼうは水につけてあく抜きする。さやいんげんは
３cmの長さに切る。板こんにゃくは一口大にちぎり、
下茹でする。昆布と干ししいたけは水で戻して、一口
大に切り、戻し汁は残しておく。

② 鍋にサラダ油を熱し、鶏もも肉、ごぼう、板こんにゃく、
れんこん、にんじん、たけのこ、干ししいたけの順に
炒める。

③ ②に①の戻し汁と具がひたるくらいの水を少量入れ、
里いもと昆布を加える。沸騰してきたら酒と砂糖を加
え煮る。里いもに七分通り火が通ったら、しょうゆを
入れてさらに煮含める。

④ ③に黒豆甘煮、さやいんげんを入れ、水で溶いたかた
くり粉で汁をとじて仕上げる。

今月のひとくち食育
　３学期の最初の給食に実施する料理です。縁起のよい食
べ物を一緒に煮込むことで、子どもたちがこの１年、心も
体も健やかに過ごせるようにとの願いをこめています。

■問合せ　学校給食課（☎３３－４７５１、 ３３－４７５７）

米子市営住宅入居者募集
■所在地、規格、家賃など

住宅名（所在地）
規格など 部屋番号 間取り 家賃月額

青木住宅
（永江）

建設年度：S54
中層耐火４階建

54R1-105
高齢者等向住宅 3DK 15,000円

～29,400円

両三柳住宅
（両三柳）
建設年度：S61
中層耐火４階建

61R1-403 3DK 18,000円
～35,400円

錦海町住宅
( 錦海町２丁目 )
建設年度：H5
中層耐火３階建

5R1-301
子育て世帯等優先 2DK 18,700円

～36,800円

錦海町住宅
( 錦海町２丁目 )
建設年度：H5
中層耐火４階建

5R2-404 3DK 23,100円
～45,400円

※「子育て世帯等優先」枠は、児童福祉法に規定する母子生
活支援施設から退所する予定の世帯があるときは、優先
的に選考することとしています。

■受付期間　１月４日（月）～８日（金）
■受付場所　住宅政策課（市役所本庁舎２階）
　　　　　　淀江支所地域生活課（淀江支所１階）
■必要書類　マイナンバーの確認できるものと本人確認書類
※申込理由により添付書類が必要となる場合があります。
添付書類については住宅政策課にご確認ください。

■入居選考方法　１月13日（水）公開抽選
■入居可能予定日　２月１日（月）
※入居手続きには、保証能力のある連帯保証人１人と敷
金として家賃３か月分が必要です。

■問合せ　住宅政策課（☎２３－５２６３、 ２３－５３９６）

貸切バス・ジャンボタクシー
半額キャンペーン

　鳥取県民を対象に、貸切バス・ジャンボタクシー代金を
半額にするキャンペーンを実施します。
■キャンペーン内容
　利用額の半分を割り引きます。
※申請不要ですが、事前予約のないものは対象外

■割引上限　１回あたり20万円まで
■対象期間　令和３年１月～３月
■問合せ　
鳥取県バス協会（☎０８５７－２２－２７２４、 ０８５７ー
２２－２７２６）、鳥取県ハイヤータクシー協会（☎
０８５７－２４－４６８９、 ０８５７ー２１－８６７０）

材料（４人分）

鶏もも肉 60g 黒豆甘煮 20g

れんこん 40g 昆布 12g

ごぼう 60g さやいんげん 30g

里いも 80g しょうゆ 大さじ１と 1/2

たけのこ水煮 40g 砂糖 大さじ１強
にんじん 60g 酒 小さじ１弱
干ししいたけ 4g かたくり粉 小さじ 2/3

板こんにゃく 70g サラダ油 適量


